
No 時間 set スコア

土屋 瑞祈 福田 千代子
前田 佐和 斎藤 愛莉
三浦 亜野 石坪 聖野
目黒 愛美 山田 紗也香
松本 美友 中嶋 瑠那
酒井 春海 木戸 胡桃
谷田 汐音 柳 希
関 莉菜 山口 茜

宮川 杏奈 伊東 真由美
佐々木 彩実 三好 真由
若井 衣有 岡田 茉理鈴

小久保 莉菜メリー 相原 キヤナ

村上 礼華 福田 千代子
坪内 紫苑 斎藤 愛莉
松村 美由紀 保立 沙織
石田 アンジェラ 田中 麻衣
永田 唯 石坪 聖野
井上 夏緒里 山田 紗也香
松本 美友 鈴木 千代
酒井 春海 渡邊 典代
熊田 美愛 柳 希
本村 嘉菜 山口 茜
宮川 杏奈 幅口 絵里香

佐々木 彩実 松山 紘子
南谷 綾華 和田 麻里江
坂本 実優 新井 晴夏
若井 衣有 沢目 繭

小久保 莉菜メリー 奥野 由

村上 礼華 松村 美由紀
坪内 紫苑 石田 アンジェラ

石坪 聖野 松本 美友
山田 紗也香 酒井 春海
熊田 美愛 幅口 絵里香
本村 嘉菜 松山 紘子
南谷 綾華 若井 衣有
坂本 実優 小久保 莉菜メリー

松村 美由紀 石坪 聖野
石田 アンジェラ 山田 紗也香
幅口 絵里香 南谷 綾華
松山 紘子 坂本 実優

石坪 聖野 幅口 絵里香
山田 紗也香 松山 紘子

Final

21 13:47 winner#19 vs winner#20 2-0 (21-19,21-11）
※幅口選手負傷により、幅口/松山ペア棄権

20 12:25 winner#17 vs winner#18 2-0 (22-20,21-19)

Semifinals

19 11:19 winner#15 vs winner#16 0-2 (18-21,29-31）

18 10:37 winner#13 vs winner#14 2-0 (21-16,21-16)

winner#12 0-2 (16-21,15-21)17 10:19 winner#11 vs

16 9:30 winner#9 vs winner#10 2-0 (21-13,21-18）

Round ３

15 9:30 winner#7 vs winner#8 1-2 (10-21,21-16,10-15)
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JBVサテライト 品川SBAシリーズ
第５戦岐阜大会 リューズカップ

ドロー／試合結果
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